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■

新ひだか町議会は、平成 年策定の「新
ひだか町まちづくり自治基本条例」に規定
された議会及び議員の責務を強く認識し、
同年７月には、町民が参加できる開かれた
議会を目指すことを基本理念に「新ひだか
町議会改革骨子」を定め、議会改革及び議
会の活性化に向けた取り組みを進めてき
た。

目

的

最高規範性

第１条では、新ひだ
か町議会及び議員の役
割を明らかにし、新ひ
だか町の持続的な発展
と町民福祉の向上に寄
与する。
■

第３条では、議会に
関する条例規則等の制
定・改廃をする場合に
この条例に定める事項

この動きを後退させることなく、町民の
負託に的確に応える議会として継続的に取
り組んでいくため、議会活動理念、原則、
責務など議会運営の基本的な事項を定め
て、昨年 月の定例議会で日高管内では初
めてとなる議会基本条例を制定した。
ここでは、その全文を紹介できないが、
条文の主なものについて簡潔に掲載する。
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た議会運営を行い、
との整合性を図る。
■委員会の活動
説明責任を果たし、
第４条では、議会は
その役割を果たすため、 積極的に情報公開を
第６条では、委員会
進める。
次の４つの原則に基づ
は適切な運営により機
・負託に応える議会の 動力を高め、新たに生
き活動する。
在り方を追求し、議 じる行政課題に適切か
・二元代表制の下、議
会改革に取り組む。 つ迅速に対応する。
事機関として、その
機能を最大限に発揮
■本
会 議
■ 災害時の
する。
議会の対応
・多様な住民意見を十
第５条では、定例会、
分把握し、公正かつ 臨時会は議員全員で構
第７条では、重大な
公平な意思決定を行 成し、最終的な意思決 災害が発生した時は、
う。
定を行う。
状況を的確に把握し、
・参加しやすい開かれ
議会として積極的に速

主 な 内 容

25

議会基本条例可決

議会改革勉強会

2
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定に反映させる。
する。
やかな復興への役割を
■ 議員の政治倫理
・請願・陳情は町民の
果たす 。
■ 本会議及び
政策提案とし、審査
第 条では、新ひだ
■ 自由討議による
委員会の公開
では提案者の意見を
か町議会議員政治倫理
合意形成 規程（平成 年議会訓
聴く機会を確保する。 第 条 で は 、 本 会
第 条では、議会は 令第１号）を基に、政 ・議会報告会は年１回 議・委員会等を原則公
討論の場であり、合意 治倫理の向上に努める。 以上開催し、町民の 開とし、傍聴環境の充
意見を聴取して、議 実に努める。
形成の場であることか
■ 災害発生時の
会活動に反映する。
本会議等の日程・内
ら、議員相互間の自由
議員の対応 ・議会白書を毎年調整 容を事前周知し、会議
討論を中心に運営する。
し公表する。
録を公開する。
本会議及び委員会で
第 条では、災害時
は、議論を尽くし合意 には災害時対応マニュ ・議案に対する各議員
■ 町長等との関係
形成に努める、また町 アルに基づき対応する。 の対応などの情報提
供をする。
民への説明責任を果た
第 条では、二元代
■会
派
す。
表制の下、独立対等な
■ 議会広報の充実
立場を保持し、町政執
第 条では、会派は
■ 議員の活動原 則
政策を中心とした同一
第 条では、町政に 行に対する監視・評価
第 条では、議員は 理念を有する２名以上 係る論点及び争点の情 を行う。
町長等は、議長・委
次の４つの原則に基づ の議員で結成すること 報を町民に周知する。
ができる。
多様な広報手段によ 員長の許可により、論
き活動 す る 。
る議会広報活動を推進 点・争点を明確にする
・町政全体を見据えた
■ 町民参加及び
ために反問ができる。
広い視点及び長期的
町民との連携
議員は、執行機関の
展望をもって公正誠
諮問機関、審議会等の
実に職務を遂行する。 第 条では、町民の
委員には就任しない。
・議会活動、意思決定 意見を議会活動に反映
等の過程を町民に説 し、議会活動への参加
■ 議会への政策形成
明す る 。
を推進する。
過程の説明
・議員は常に研鑽する。 ・議会は参考人制度・
・議会は言論の府であ
公聴会制度を活用し、
第 条では、町長等
り、議員相互間の討
町民の意向、学識経
は、政策等を提案する
議を 活 発 に 行 う 。
験者等の専門的又は
場合、議会には適時適
政策的識見を意思決
切な説明を行う。

■ 議会の機能強化
及び議会改革

専門的知見の活用

検討組織の設置

委

任

目的の達成を検証し結
果を公表する。
必要により、条例の
見直しを実施する。

■

第 条では、施行に
関し必要事項は、議長
が別に定める。

ご覧ください。

左記ＱＲコードより、

に掲載しています。

を町議会ホームページ

★逐条解説入りの全文

30

第 条では、議会の
機能強化、自らの改革
に継続的に取り組む。
■

第 条では、地方自
治法第１００条の２の
規定を積極的に活用す
る。
議会は、必要に応じ
専門的知見者による調
査機関を設置できる。
調査機関に必要な事
項は、議長が定める。
■

議会図書室の充実

第 条では、議長は
議会の機能強化等のた
め、検討委員会を設置
できる。
■

第 条では、議会図
書室を設置し、一般の
利用にも配慮する。

条では、毎年度

■ 検証及び
見直し手続き

第
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下水道使用料
値上げへ

第 ６回定例会

三石小学校６年生35名が
社会科見学で議会傍聴しました。

月

日から

10

日までの７日間を会期とし

16

町長・教育長の行政報告の後、平成 年度決

12

算審査に係る委員会審査報告２件、委員会調

30

名が 項目の質問を行い、補

査期限の延期１件の審議を行った。
一般質問は

24

正予算、条例制定等の議案 件、発委１件を

11

13

可決、意見書５件を採択して 日に閉会した。

町の状況や事業経過
等を報告するもの

◦低気圧及び大雨被害
状況
（ 月４日から８日）
件数
８件
被害額
３２７万円
◦町長要望活動
月に国会要望１件
の実施

正

予

全ての議案名や審議
結果の詳細は各議員
の表決結果参照

◦その他工事・委託業
務入札執行内容
工事入札
５件
委託業務入札
３件

13

可決議案

算

◦議案第１号 一般会
計補正予算（第３号）
補正予算額１億１８
６０万円のうち、主な
項目は次のとおり
・認定こども園、私立
保育所委託料等
３６１１万６千円

補

13 件

例

制

定

・日高中部衛生施設組
合負担金
３３４８万１千円
・土木施設、農林水産
施設災害復旧費
２６１０万円

条

◦議案第７号 職員の
給与に関する条例の一
部を改正する条例制定

◦議案第８号 特別職
の職員で常勤のものの
給与に関する条例の一
部を改正する条例制定

◦議案第９号 企業の
職員の給与の種類及び
基準に関する条例の一
部を改正する条例制定
令和元年度における
国家公務員の給与改定
が実施されることや、
地方公務員法の一部を
改正する法律の施行に
伴い、これらに準じた
関係条例整備

（議案第11号を含む）

４件
◦令和元年度表彰
功労賞
２件
社会貢献賞
１名

行政報告
10

11

4
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◦議案第 号 印鑑の
登録及び証明に関する
条例等の一部を改正す
る条例 制 定
「成年被後見人等に
係る欠格条項」等の改
正に伴う関係条例整備

委員会審査報告
賛成討論 池田一也議員
本町の下水道事業は、 所管委員会では、実
公共下水道事業計画に に７カ月にわたり慎重
基づき整備を進めてい に調査が行われた。下
るが、人口減少による 水道の役割は快適で衛
使用料減少や下水管・ 生かつ安心で安全なま
機械施設の老朽化によ ちづくりを進める上で
り厳しい状況にある。 必要不可欠な事業であ
また、生活雑排水の処 り、安定した経営基盤
理も同様である。受益 の確立は不可欠である
者からの一定の費用負 ため、今回の見直しを
担を認める。なお、条 必要な措置として賛成
例の施行にあたっては、 する。
町民、利用者に混乱が
招くことのないよう丁
寧な周知に努めること。 企業会計決算審査

14

使 用 料 審 査
◦議案第 号 下水道
条例及び生活雑排水処
理施設条例の一部を改
正する条例制定
使用料審査特別委員
会を設置、審査を付託
し、 月 日、 日に
委員会を開催し、付託
された提案議案を審議

委員会構成
委員長
副委員長
委 員

20

３件
12

◦議案第 号 軽種馬
市場流通・生産振興セ
ンター条例を廃止する
条例制 定

町 財 産 譲 渡

案

◦議案第 号 財産の
無償譲 渡 に つ い て
神森の軽種馬市場流
通・生産振興センター
施設を日高軽種馬農業
協同組合に無償譲渡す
るもの

会

16

さらに詳しく検討を
加えるために委員会
を設けた議案

11

11

川端克美
池田一也
北道健一
下川孝志
阿部公一
畑端憲行
木内達夫
城地民義

営に努めることを求め、 の審査意見を添える。
次の審査意見を添える。 ①町立病院、診療所に
おける厳しい経営状
①水道事業会計の安定
況について町民への
を図るため、滞納繰
説明責任を果たすと
越額は債権管理条例
ともに、町民の意向
に基づき適正な債権
を踏まえながら地域
管理に努めること。
に求められる医療体
②計画的な老朽管更新
制の確保と病院運営
と徹底した漏水調査
に努めること。
による早期発見・修
②一時借入金の累積は
繕に努めること。
病院存続に大きな影
③水道未普及地区の解
響を与える問題で資
消に努めること。
金不足比率が ・２
④計画的な施設整備と
％となり経営健全化
収納率の向上や経費
基準の ％に近づい
節減等により健全経
ていることから基準
営に努めること。
を超えないように努
めること。
◆病院事業会計
病院事業会計決算は、 ③医師の人材確保、特
に静内病院の内科医
赤字決算で未処理欠損
確保に努めること。
金累積も多額となる。
内部留保資金も皆無と ④医療機器等の更新に
ついては計画的な整
なり一時借入金も３億
備と適切な維持管理
９千万円と非常に厳し
い病院経営状況にある。 に努めること。
今後において「町立病 ⑤個人の未収金につい
ては、債権管理条例
院改革プラン」の点
に基づき、適正な債
検・評価や見直しを行
権管理と積極的な回
うなど、より一層の経
収に努めること。
営改善と地域医療サー
ビスの向上を求め、次

5

議
◦発委第１号 新ひだ
か町議会基本条例制定
制定内容は２～３ペ
ージをご覧ください。

反対討論 谷 園子議員 ◦議案第 号及び第
町の旧改定案は年金 号 平成 年度水道・
高齢者等に軽減措置が 病院事業会計決算認定
あった。だが今回の改 （第４回定例会付託）
定では数量にかかわら
ず全てで値上げとなり、 委員会審査報告
生活実態とかけ離れた ◆水道事業会計
負担増である。また、
水道事業会計では、
下水道事業がなぜこん 今後給水人口の減少等
なに大赤字なのかを町 により給水収益の減少
民に説明していない。 が予想され、また、老
町が町民に情報を提供 朽管更新などの施設整
し、町民の納得と合意 備の課題も多く、経営
づくりに努力しないこ 環境が厳しくなること
とは問題である。
から、効率的な健全経

30 15

委員会付託
12

10

12

13
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と収納率向上を図り
決 算 審 査
債権管理条例に基づ
き適正な債権管理に
努めること。
◦議案 第 ２ 号 平 成
年度各会計歳入歳出決 ④豊かな観光資源を活
かし、観光振興に努
算認定 （第５回臨時会付
めるとともに施設の
託）
有効活用と活性化に
努めること。
⑤下水道水洗化率の向
上に努めること。

委員会審査報告
平成 年度一般会計
決算は、黒字決算とな
ったが、各特別会計は
一般会計からの基準外
操出しを行っていない
ことから４特別会計で
赤字決算となり繰上充
用の決算となった。財
政健全化に向け、次の
諸点を指摘し審査意見
を添え る 。
①財政の経常収支比率
が高い。更なる経費
削減や収入確保を図
り財政健全化に努め
るこ と 。
②各特別会計の繰上充
用については、前年
度より増加しており
収支不足の解消に向
けた事業運営に努め
るこ と 。
③新たな未収金の抑制
30

園子議員

賛成討論
北道健一議員
城地民義

木内達夫

池田一也

建部和代

畑端憲行

園子

田畑隆章

谷

阿部公一

本間一徳

－：欠席もしくは棄権者（※議長を含めない）
細川勝弥

下川孝志

北道健一

×：反対者
渡辺保夫

力

決定
○
（12：3）

志田

12
月

委員会審査報告：平成30年度各会計決算認定

審議結果

川端克美

名

谷

30

○：賛成者
議決日

案

平成 年度決算では、
一般財源が前年度額を
下回った中で、社会福
祉施策の推進や子育
て・教育環境の充実、
並びに経済・産業振興
等に着実に取り組み、
予算執行は適正だった。
今後は、赤字運営が続
く各特別会計の経営改
善に積極的な取り組み
を進め、効率的で効果
的な財政運営に努めて
町づくりを推進するこ
とを望み賛成する。

介護サービス事業等
経営改善基本方針

◦介護サービス事業等
経営改善基本方針に関
する調査特別委員会調
査期限の延期について
議

反対討論

一般会計の実質収支
は黒字決算だが、各特
別会計に基準外繰出し
をせず、昨年に引き続
き４つの特別会計で赤
字決算となった。その
ため４特別会計で令和
元年度収入から計５億
を超える繰上充用を行
っている。これは収支
の均衡がとれた堅実に
して計画的な財政運営
とは到底言えない。な
ぜこのような財政悪化
を招いたのか検証し、
原因を町民に明らかに
すべきである。

各議員の表決結果

30

○

○

○

×

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

議案第11号：新ひだか町下水道条例及び新ひだか町生活雑排水処 13 原案可決
○
（14：1）
理施設条例の一部を改正する条例制定について

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

日

12

月

議案第８号：新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関す
る条例の一部を改正する条例制定について

11

原案可決
（8：7）

日

案

名

12

委員会調査期限の延期：新ひだか町介護サービス事業及び病院事
業の経営改善基本方針に関する事項

11

月

委員会審査報告：平成30年度企業会計決算認定

審議結果

議

案

名

議決日

議

議決日

◆全会一致したもの

審議結果

日

決定

議案第10号：新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等の一
部を改正する条例制定について

原案可決

決定

議案第12号：新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例
を廃止する条例制定について

原案可決

議案第１号：令和元年度一般会計補正予算（第３号）

原案可決

議案第13号：財産の無償譲渡について

原案可決

議案第２号：令和元年度簡易水道特別会計補正予算（第３号）

原案可決

発委第１号：新ひだか町議会基本条例制定について

原案可決

議案第３号：令和元年度下水道特別会計補正予算（第３号）

原案可決

日

日

13

月

12 原案可決
月

議案第４号：令和元年度介護サービス事業特別会計補正予算（第
３号）

意見書案13：厚生労働省による「地域医療構想」推進のための公立・公的病院の
12 原案可決
「再編・統合」に抗議し、地域医療の拡充を求める意見書について
13
意見書案14：介護保険制度の抜本改善を求める意見書について
原案可決

原案可決

意見書案15：介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の
新設を求める意見書について

原案可決

議案第６号：令和元年度病院事業会計補正予算（第２号）

原案可決

意見書案16：「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強
化を求める意見書について

原案可決

議案第７号：新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例制定について

原案可決

意見書案17：日米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参加の中止を
求める意見書について

原案可決

議案第９号：新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する
条例の一部を改正する条例制定について

原案可決

閉会中の継続審査（調査）及び継続事務調査について

議案第５号：令和元年度水道事業会計補正予算（第２号）

決定

6
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３件
60

◦町長要望活動
９月に内閣官房へ１
件、 月に道内選出国
会議員に要望１件の実
施
◦その他工事・委託業
務入札執行内容
工事契約
４件

工事入札
件

委託業務入札
９件

10

15

条

制

２件
定

１回

４５０円
４５００円

改定前…４４０円

回

改定前…４４００円

査

◦介護サービス事業等
経営改善基本方針に関
する調査特別委員会の
設置について
介護サービス事業及
び病院事業の経営改善
基本方針に関する事項
について調査をするも
の

経営改善基本方針

介護サービス事業等

浴場的施設として銭湯
決算審査特別委員会
感覚で利用していただ に付託し、今後審査を
くことを目的に、物価 行うもの
統制令第４条に基づく
北海道における公衆浴 委員会構成
場入浴料の統制額に応
委員長
畑端憲行
じて改正を行っており、 副委員長 谷 園子
今回の統制額改定に伴
委 員
渡辺保夫
い、次のとおり料金
北道健一
（入館料）の改定を行
本間一徳
うもの
池田一也
・大人
城地民義



審

※中人、小人は料金改
定なし

算

委員会構成
委員長
川端克美
副委員長 池田一也
委 員
全 議 員

議決日

月

付託決定

設置決定

決算審査特別委員会

日

介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会 設置決定 付託決定

介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会の設置について

原案可決

８

議案第２号：平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について

報告済み

報告第１号：専決処分の報告について（損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について）

11

議案第１号：みついし昆布温泉条例の一部を改正する条例制定について

審議結果

名

案

議

第 ５ 回 臨 時会

例

決

２件
30

◦議案第２号 平成
年度各会計歳入歳出決
算認定

さらに詳しく検討を
加えるために委員会
を設けた議案

一般会計ほか各特別会計
◦議案第１号 みつい
し昆布温泉条例の改正
に関する条例制定
三石地区に公衆浴場
がないことから、公衆

各議員の表決結果

◆全会一致したもの

12

委員会付託

月８日に開催し、行政報告の後、報告１

15

全ての議案名や審議
結果の詳細は各議員
の表決結果参照

企業会計

件、議案２件を審議、承認・可決した。

町の状況や事業経過
等を報告するもの

◦台風 号大雨被害状
況（８ 月 日 ）
被害額 ２５７０万円
件数 
件

7

行政報告
10

可決議案

30年度決算審査
11

※全会一致しなかったものは無し
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ズバリ！

ここが聞きたい
・３年経過後も水洗化の助成を
・国際協定に対応した農業強化対策を

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

問 ふるさと納税制度
がスタートして今年で
年目になるが、町の
財源を確保するだけで
ではなく、町の特産品
を全国にＰＲする貴重
な機会にもなるわけだ
が、平成 年度の実績
では、管内でも６番目
に少なく７８００万円
と前年度比 ・４％で
あり、その減少原因は
何か。また、ＰＲ不足
ではないか。
答（まちづくり推進課
長）国は加熱する自治
体間競争に歯止めをか
け、健全な制度運営を
図るため、返礼品の割
合を寄附額の３割以下
とする要請を自治体に
対して行った結果、国
の指導に基づき運用し
たのに対して、一方過
剰な返礼品を提供し、
・公営住宅の保証人免除を

・ピュアの大規模改修計画は

Ｑ ふるさと応援寄附の減少
の原因は
憲行 議員

Ａ 返礼品の規制と数に限り
がある

10

・災害時の避難所対応は

・繰上充用の財政影響は

凌雲クラブ

畑端

多額の寄附集めをした
結果ではないかと思う。新たな
さらに災害が多く発生
地域おこし協力隊の
したため、災害関連に
任用計画はない
も多くの寄附がされた
ことや、寄附募集に対 問 「地域おこし協力
してインターネット広 隊」は、人口減少や高
告を始めとする多額の 齢化等の進行が著しい
経費をかけての結果の 地方において、積極的
現れと分析している。 に人材を受け入れ、地
答（総務部参事監）返 域力の維持、強化を図
礼品となる魅力ある商 っていくことを目的と
品にも数に限りがある。して制度化され、 年
今後生産過程を含め対 が経過するが、現在、
応していきたい。
どの部門に配属され、
隊員を増やす考えは。
答（企画課長）隊員は、
現在、まちづくり推進
課に１名おり、今のと
ころ新たな地域おこし
協力隊を任用する計画
はないが、機会があれ
ば地域として、将来ビ
ジョンや協力体制を取
り組みたい。

札幌三石会でふるさと応援寄附の話題も

30

38

・ＪＲ個別協議と町内路線網との関連は
・滞納者対策は
・町のピカッと２万５千人運動を

・がん検診の受診券送付を
・ふるさと応援寄附の減少は

一般質問11名・24件

◆一般質問とは、政策全般にわたる諸問題を質問すること

11

8
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48

北道

公明党クラブ

Ｑ がん検診、受診券の送付
再開は

方のみとし約２千世帯
へと減少したことも影
響したものと考えてい
る。
問 がん検診の案内は
定期検診の案内に同封
されている。同封した
数が約４千枚と聞いた
が、定期検診の案内に
がん検診の受診券を同
封することはできない
のか。
答（健康推進課長）平
成 年度から受診券の
送付がなくなり、一部
の町民から検診がなく
なったのですかとの声
もあった。検診されな
い理由には様々あり、
送付の有無だけではな
いが、今後に向けて受
診の意識向上、受診の
ＰＲ強化等、実施可能
な対策を講じ受診券の
同封の再開については

持続可能な開発目標。全
ての国に適用される普遍的
（ユニバーサル）な目標で、
２０１５年の国連サミット
で採択された。

※ＳＤＧｓとは

問 ＳＤＧｓの取り組
みについて町長の考え
は。
答（企画課長）当町は
ＳＤＧｓに関するセミ
ナーなどに積極的に参
加し、国や北海道など
の動向を注視し、ＳＤ
Ｇｓに基づく社会の実
現に努めていかなけれ
ばならないと考えてい
る。

ＳＤＧｓの
取り組みについて

受診の状況を見ながら
検討したい。

Ａ 受診の状況を見ながら
検討

和代 議員

建部

30

Ｑ 繰上充用は町財政にどう
影響するのか

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

問 平成 年度で、が
ん検診の「健康づくり
商品券の発行事業」の
終了後、どのような検
証がされ、平成 年度
のがん検診の状況は。
答（健康推進課長）平
成 年度におけるがん
検診の受診状況は、男
女合計の前年対比の数
値で、胃がん０・２％
の減、肺がん４・１％
の減、大腸がん６・８
％の減、子宮がん４・
３％の減、乳がん０・
３％の減といずれも減
少した結果となった。
その要因は「商品券発
行事業」の終了も一因
ではあるが案内方法改
善として、これまで検
診対象となる約８千世
帯に受診券を送付して
いたが、平成 年度よ
り無料検診項目のある

9

30

30

健一 議員

Ａ 各特別会計予算財源が不
足する

46

清流会
問 平成 年度各特別 足して町民への行政サ 朽化が激しく自治会か
会計決算は翌年度収入 ービスが低下する。
ら改修または改築の要
で収入不足を補填する 問 町財政が窮屈にな 望がある。改築の考え
繰上充用を行い、その り町民からの要望に応 は。
合計は５億３千万円余 える財源確保のため、 答（契約管財課長）歌
におよび一般会計剰余 人 件 費 の 削 減 、 特 別 笛総合住民センターは
金２億６千万円を超え 職・管理職の給与縮減 歌笛・稲見地区の集会
ており、今後の町財政 に取り組むべきと考え 施設として存続してい
に大きく影響を及ぼす るが、町はどう考えて く、既存の生活館廃止
いるのか。
のでは な い か 。
集約化の協議を進めて
答（総務課長）特別会 答（総務課長）一般財 いく中で、地域と合意
計収支不足の繰上充用 源の給与を縮減すれば、を図り改築か改修に取
額に令和元年の赤字額 財政運営上一時的効果 り組んでいく。
加え続けると特別会計 はあると思われ、職員
の財政運営が限界を超 数の削減に努めるが、
える危険性が非常に高 現時点で特別職・管理
くなる。特別会計の使 職、並びに職員給与縮
用料等の改定で収支不 減は考えていない。
足を改善し、不足額を
一般会計からの繰出金 老朽化した歌笛
で補填を行っていく。 総合住民センターの

特別会計への赤字補填
改修・改築は

が続き、一般会計から
の操出金が多くなると 問 建物は昭和 年に
一般会計予算財源が不 建築され 年経過し老
30

歌笛総合住民センター

30

29

新ひだか町議会だより • 令和２年1月

問 平成 年の国交省
通知では、国の公営住
宅管理標準条例（案）
が改正され、保証人に
関する規定が削除され
ている。これは全国で
身寄りのない高齢者が
増え、保証人を確保で
きずに入居辞退など深
刻な事例が生じたため
で、国は全国の自治体
に住宅困窮者の入居に
支障が生じないよう適
切な対応を要請してい
る。今、当町は保証人
の再提出を求めている
が、住宅に困窮する低
所得者への住宅提供と
いう公営住宅の目的と
国の通知に基づき、公
営住宅の保証人を解除
すべき で は 。
答（建設課長）当町が
保証人を解除していな
い理由は家賃の滞納で
30

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

問 ショッピングプラ
ザでの年間維持管理費
と家賃の収入状況は。
答（まちづくり推進課
長）維持管理費は３７
００万円で、家賃収入
は１８００万円を見込
んでいる。
問 町は平成 年に隣
接する駐車場を町債に
より協同組合ショッピ
ングセンターから購入
したが、その返済状況
は。
答（まちづくり推進課
長）過疎債で約４８０
０万円充てた。昨年度
末で２千万円ほど残っ
ていて、償還期限は令
和４年度末までとなっ
ている。
問 平成 年に中心市
街地経営安定資金３５
９０万円貸し付け、そ
の後、平成 年に破綻

公明党クラブ

し、代物弁済された以 会議で手法を考え、決
外の約１１００万円の まればその後に地域と
考える。そうなれば検
回収状況は。
答（まちづくり推進課 証が出来ると考えてい
主幹）債務者２名から る。
償還されていて、令和 問 通り商店街などの
４年度末には元金が完 関係者も含め、存廃の
済され、違約金はさら 議論をした上で、大規
に８年後になる見込み 模改修の計画を作成す
べきではないのか。問
となっている。
問 ピュアの活用目的 題を先送りしているの
を、現町長はどのよう ではないか。対策室を
設けて協議すべきでは
に考えているのか。
答（町長）まずは、今 ないか。
あるピュアをどのよう 答（副町長）ピュアは
に有効に使うかを考え、ずっと懸案事項になっ
その結果として街並み ている。通常の使用に
に賑わいが戻ればと考 は支障がない。町の方
針としては、今は解体
えている。
問 空きスペース対策 せず、今後も使って行
ばかりに終始し、検証 く方向で進めていきた
が、なされていないの いと協議させて頂いて
いる。財政状況が平準
ではないか。
答（総務部参事監）喫 化し将来見通せるよう
緊の課題であり、検討 になれば考える。

現時点での計画はない

Ｑ ピュアの大規模改修計画
はあるか
Ａ

一也 議員

池田

Ｑ 公営住宅の保証人規定を
なくせないか
Ａ 家賃滞納があり連帯保証
人は必要

ある。約１割の滞納が 応をしている。
あり、数年前より保証 問 平成８年には「本
人にも対応することで 人に家賃の支払い等に
滞納額が減少した。全 ついて誠意と能力があ
道でも保証人廃止はご ると認められる時は保
くわずかで、保証人確 証人は必ずしも要しな
い。入居者の努力にか
保は必要である。
問 現在連帯保証人の かわらず保証人が見つ
再提出を求められ、見 からない場合は保証人
つからずに困っている、の免除などの配慮を行
不安だという声にどう うべき」と通知が来て
応えるのか。柏台の建 いる。今改めて保証人
て替えは保証人がいな 探しをしている入居者
いと住み替えできない。は、保証人がいなくて
居住権をどう保証する もきちんと家賃を払い
続けてきた人たちなの
のか。
答（建設課長）今回全 に免除の判断はできな
ての入居者に保証人の いのか。
確認を行い、既に保証 答（建設課長）人を信
人が死亡、音信不通で じるやり方もあるが、
あるときは改めてお願 いつ滞納になるかはわ
いしている。期限は付 からない。現在税務課
けず退去も求めない。 と共に滞納の改善に取
建て替え時も何とか見 り組んでおり、落ち着
つけてくださいとの対 くまで今の制度でいく。
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園子 議員
谷

10
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Ｑ 災害時の避難所対応につ
いて

Ｑ 新ひだか町ピカッと２万
５千人運動について

Ａ 反射材をつける運動を
展開

11

田畑

孝志 議員
下川

隆章 議員

Ａ タイムラインは今年度中
に策定したい
うが。
答（福祉課長）「新ひ
だか町避難行動要支援
者避難支援プラン」に
基づき、民生委員の方
や地域の皆様と協議を
進めたい。
問 避難所に押し寄せ
る無秩序な避難者では
なく、地域の避難所運
営ボランティアを平時
に組織化の考えは。
答（総務部長）災害対
応は多岐にわたる。降
雨の場合、気象情報が
早く届くので早い判断
で地域の人たちに情報
を提供することが必要
になる。また、行政や
消防、警察だけでは十
分な対応はできないと
ころをそのような組織
が必要になってきてい
ると認識している。
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問 新ひだか町ピカッ 材をつけていれば防げ 習しているのも見かけ
と２万５千人運動の効 たとの認識もしており、る。是非、学校におい
果が現れず、今年の交 年２回の交通安全大会 ても反射材の活用をす
通死亡事故が多く、反 等でも反射材の配布に すめられないか。
答（生活環境課長）こ
射材をつけていれば防 努めています。
げたのではとの報告も 問 反射材を配布して れからも、様々な団体
あった。早朝夕方の散 いるとの答弁だが、配 やグループにも反射材
歩の人達や夕暮れ時の 布されても反射材をつ を使うよう呼びかけて
買い物、帰宅児童・生 けていなくては効果が 行きます。
徒も多いが反射材をつ 表れていないと同じで
けていない服装の人達 ある。小中学校、スポ
が多い。さらなるピカ ーツ団体、高齢者や自
ッと２万５千人運動が 治会等への夕暮れ時の
必要と思うが、どのよ 事故防止対策をもっと
うな事故防止対策を推 強烈に展開すべきであ
る。
進しているか。
反射材の残りも少な
答（生活環境課長）平
成 年からピカッと２ いであろうし、来年度
万５千人運動を展開し、 の予算に入れて、反射
反射材の配布もしてき 材を多くの人がつけて
たが、今年は５人の交 夕暮れ時間の事故防止 【その他の質問】
通死亡事故が発生して に努めてもらいたい。 ・少子高齢化対策
おり、三石の２人と静 小学生も中学生もスポ ・ＡＬＴ（外国語指導
内の１人は夕暮れ時間 ーツ少年団体やクラブ 助手）について
帯の事故であり、反射 活動で暗くなるまで練

夜道で存在をアピール

凌雲クラブ
問 近年の豪雨が更に 問 想定浸水避難区域
激甚化しているので問 にある医療機関はいく
う。平成 年９月に質 つか。また、医師の避
問し要望したタイムラ 難は自己責任でよいの
イン（防災行動計画） か。大規模災害を想定
した医療群と連携を図
の策定 進 捗 状 況 は 。
答（総務課長）真沼津 る必要があると思うが
川・古川・静内川の道 連携協議の現状は。
河川を対象としたタイ 答（総務課長）浸水想
ムラインは協議を重ね 定域には２病院と７診
今年度中に策定を完了 療所があります。これ
し来年度から運用を開 らの医師や医療従事者
に対する避難マニュア
始した い 。
問 市街地浸水域で避 ルは定めていません。
難人口数は、また一人 平時における防災担当
で逃げることができな 部局と町内医療機関と
い要支援者数、避難所 の連携協議は行ってい
ないが協力体制など連
収容人 数 は 。
答（総務課長）当該人 携を図りたい。
数は８９００人、要支 問 避難所に来られな
援者は２７０人で、避 い要支援者の避難につ
難所収容人数は８４０ いて、組織化された避
０人ですが、２階への 難所運営ボランティア
垂直避難など自分に合 の方々等と役割分担に
った避難をしてほしい。 ついて協議すべきと思
26

新ひだか町議会だより • 令和２年1月

11

滞納者対策について

Ｑ ＪＲ個別協議と町内路線
網との関連は

Ａ ３月までに協議結果を
出す

公一 議員

阿部

Ｑ
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12

30

問 町は基本的に公共 含めた検討を行ってき 問 将来の安定的財政
運営を考える時、各種
交通機関が白紙の状態 た。
ＪＲ北海道との個別 財務諸表の作成公表は、
から町内路線網を合理
的有効的にカバーでき 協議を正式に行うこと 町民に対し、現状の財
るか、リスク管理を含 を、 月 日の臨時町 政状況をより丁寧に説
め検討しているとのこ 長会議の結果としてい 明することとなる。早
急に財務諸表の作成公
とであったが、ＪＲ北 る。
個別協議については 表をすべきではないか。
海道との個別協議事項
と町内路線網計画との 令和２年３月までに協 答（総務課長）平成
整合性（関連）につい 議結果を出すこととし 年度の決算においても
ているため、企画課に 各特別会計や病院事業
て。
答（総務部参事監）平 おいて基本スケジュー 会計では大きな収支不
成 年 月・平成 年 ルに基づき、 月より 足があり、厳しい財政
６月定例会で答弁して 資料収集、庁内関係部 状況に変わりはない。
いるが、公共交通等庁 署との連絡調整を実施、 財務諸表は、財政の
内 検 討 会 議 に お け る 町内直営路線・営業路 透明性を高め、住民に
「 一 般 交 通 網 の あ り 線状況等を分析、個別 対する説明責任をより
方」の検討について、 協議に向けた項目を割 適切に果たすもので、
基本的に公共交通機関 り出し、町内路線網と 総務省から作成および
がない白紙の状況から、 広域的幹線路線との結 公表が推進されている。
いかに町内における路 節を持続性、利便性の 現状では完成していな
線網を、各種バス運行 高い公共交通となるよ いが、本年度中に普通
形態により、合理的に う早期確立に向け検討 会計の財務諸表を完成
かつ有効的にカバーで を進めている。今年度 させ公表したい。
きるか、リスク管理を ２月中に協議をしたい。

12

Ａ 本年４月１日に債権管理条
例を施行し、手順を統一化
して、観光等で来町し
てもらうための対策・
検討は。
答（まちづくり推進課
長）ふるさと大使・サ
ポート大使事業、馬産
地活性化ＰＲ事業、観
光パンフレット作成等
に、今年度当初予算で
約４３０万円となって
いる。また、一年を通
して訪れてもらえるよ
う新たな観光資源の発
堀などに取り組んでい
く。

清創会
28

一徳 議員
本間

問 滞納者へは、納入 その目標達成に向けた
に向けて今までどのよ 取り組みをもって、収
うな対策を行ってきた 納業務を行ってきた。
問 今年度より、新ひ
か。
答（税務課長）新たな だか町債権管理条例を
滞納は生まないとの方 施行され、事務処理を
針のもと収納対策を進 適正に行っていると思
めており、未納が生じ いますが、施行前と施
行後とでの違いを感じ
た場合 は 、 納 期 限 後
日以内に督促状を発付 ているか。
し、さらに未納が続く 答（税務課長）債権管
場合は電話催告、訪問、 理条例が施行されたこ
催告書の発付、納税相 とによる数字的な効果
談などを経て、それで などは、まだ確認する
も未納である場合は財 ことは出来ませんが、
今後は条例に基づく滞
産調査 な ど を 行 う 。
問 年度別の債権回収 納整理や新たな滞納者
は、目標数値をどのく を生まないよう、適正
らいで設定し対応して な債権管理に努めてい
きたい。
きたか 。
答（税務課長）毎年６
月には、当該年度の収
観光振興対策は
納方針を作成して、基
本、前年度収納率を上 問 新ひだか町の観光
回る目標値を設定し、 ＰＲ予算はいくら計上

11

清創会
20

白鳥ふれあい広場
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問 農業は、環太平洋
連携協定（ＴＰＰ）と
日欧経済連携協定（Ｅ
ＰＡ）の２つの地域貿
易協定の枠組みに適応
することが求められ苦
悩しているのが現状で
ある。さらに、日米貿
易協定が来月に発効さ
れ、コメは除外されて
いるが、牛肉などにつ
いてはＴＰＰと同じ内
容の関税撤廃・削減が
設定されるなど、農業
への影響が懸念され、
生産者は影響を計りか
ねているが、関係者の
多くは今後の影響を不
安視している。当町と
しての農畜産物への想
定され る 影 響 は 。
答（農政課長）北海道
の独自試算による道内
の生産額への影響は、
主要な農畜産物 品目
15

Ｑ ３年経過後の水洗化助成
制度をつくる考えはないか

Ａ 今のところは考えてい
ない

達夫 議員

木内

Ｑ 国際協定に対応した農業
強化対策への取り組みを

Ａ 国や道の農業支援対策を
精査し関係機関と協議する
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新星会

問 下水道事業会計は が過ぎた後の制度が必 営となっているが、経
２年連続の収支不足で、 要であると考えている。営の効率化や健全化等
平成 年度までの累計 ３年経過後に助成がな を考えると、静内地区
収支不足額が２億２１ い中で実施した方との の田原や目名地区は上
０３万５千円とのこと 公平性の問題もあると 水道に移行しているの
であるが、令和元年度 思うが、期限を超えた で、簡易水道も水道事
予算でも基準外繰入を 後の水洗化助成制度は 業と統合すべきと考え
していないので、令和 必要であると思うが、 ているが、町長の見解
はどうか。
元年度決算でも収支不 その考えはないか。
足になると思うが、ど 答（上下水道課長）供 答（副町長）今の件に
の程度の収支不足にな 用開始から３年を超え ついてはご指摘のとお
ると見込んでいるのか。 た方に対する助成制度 りである。ネックにな
答（上下水道課長）平 は、現在、現行制度の っているのが、三石簡
成 年度と平成 年度 助成対象者がいる中で、水の資産台帳の整備が
の状況を鑑みて、一般 新しい制度を開始する 不十分のため、公営企
会計からの基準外繰入 ことは、すぐに接続し 業として水道の方に引
金を考えないと、約２ た方や２年目、３年目 き継げない状況が続い
億円を超える程度の収 の低い助成率で交付を ている。担当の方で数
支不足が見込まれると 受けた方との公平性を 年前から、会計の問題
考えると中々難しく、 としてその整理に取り
考えている。
問 水洗便所改造等の 今のところは考えてい 組んでいるので、遠か
らず統一したいと考え
資金助成制度はあるが ない。
３年間で切れるので、 問 簡易水道事業も２ ている。
水洗化工事の普及促進 年連続で赤字決算とな
を図るためにも、３年 り、大変厳しい事業運

13

30

29

民義 議員
城地

で最大３７１憶円の生 国の大規模化・法人化
産額減少、特に牛肉１ への誘導から「規模の
０６億円・牛乳乳製品 大小問わず、意欲的な
２２３億円・小麦 億 農業者を支援する」方
円減少の影響が大きい。針とされており、当町
当町への影響について、のような家族経営主体
牛肉は乳用種や交雑種 の地域には、有用な支
における価格低下を想 援策となる。今後の国
定しており、黒毛和牛 や道から示される補助
への影響は限定的なも 内容等を精査し、町と
の と 考 え る が 、 酪 農 しての予算化への取り
（牛乳乳製品）は道内 組みについて関係機関
全体の生産額の約６％ 等と協議する。
となっており、影響額 問 全国学力・学習状
は約５千万円が生産額 況調査の結果による、
減少する試算となる。 学力向上に向けた授業
問 国の農業支援対策 改善の取り組みを。
の和牛・乳用牛畜産農 答（管理課長）全教科
家への補助要件及び畜 で全国平均を上回った
産クラスター事業の補 中学校があり、その成
助要件緩和など国や道 果を他の小中学校に波
の支援対策を踏まえ、 及と創意工夫により粘
町としての農業強化対 り強く学力向上のため
策予算化取り組みを。 各種施策を展開する。
答（農政課長）現在の
22
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～ 委員会報告 ～
委員会は所管する事項について調査し、
報告を求め、審議をしています。

告会のあり方について
は、開催方法や対象地
域、対象範囲などさま
ざまな検討を行い、多
くの町民が参加できる
方策の検討が必要。

スポーツ合宿誘致と交通弱者対策

総務文教常任委員会

10月９
 ・10日

て以降、体育館や市民
球場、テニスコート、
武道館、温水プール等
のスポーツ施設を整備
し、平成７年の第３種
公認陸上競技場のオー
プンを機に「合宿誘
致」を、市の主要施策
に位置づけして取り組
んでおり、施設内容、
規模等のハード面や受
け入れ体制が充実して
いることに感銘を受け
た。
また、合宿誘致の中
で、スポーツ施設をＮ
ＰＯ法人体育協会へ指
定管理委託しているこ
とや、中学校の廃校舎

新ひだか町においては町内でスポーツ合宿が
行なわれているが、「生涯スポーツの町宣言」
の町として、さらに多くの合宿誘致を行い、既
存スポーツ施設を活用できるよう、具体的な取
り組みについて、先進地の深川市を、また、Ｊ
Ｒ日高線の運休等により公共交通の移動手段が
限られる中で、交通弱者に対する対策が求めら
れていることから、具体的な対応について当別
町を、それぞれ視察した。

中学校廃校舎を
宿泊施設に活用

深川市の「スポーツ
施設を活用した合宿誘
致の取り組みについ
て」は、
昭和 年に
「ス
ポーツ都市」を宣言し

廃校舎宿泊施設内にある研修室

全国最初の基本条例
栗山町議会は、議会
基本条例制定前の平成
年からインターネッ
ト中継による議会ライ
ブ中継を運用開始し、
平成 年には北海道で
初めて（全国２例目）
となる「議会報告会」
を実施している。基本
条例制定後も議員と町
民が意見交換する一般
会議のほか、議会改革
推進会議や議会モニタ
ーの設置、議会サポー
ターの導入など、さま
ざまな議会改革に取り
組んでおり、議会基本
条例の発祥の地である
栗山町議会の視察研修
は、今後の議会改革に
向けて大変参考になる
研修であった。
14

委員会視察研修

見交換の開催、フェイ
スブック、ライン、ツ
イッター、タブレット
の導入による議会ＩＣ
Ｔの取り組みなど、さ
まざまな議会改革、活
性化策に取り組んでい
る。
新ひだか町が議会改
革を進めている中で、
通年議会制や議会モニ
ター制度など、今後の
取組み課題としている
ものが多く大変参考に
なった。

議会改革と
町民との意見交換
市街地や農村地域で
の開催のほか、老人ク
ラブ、各種団体、小中
学校ＰＴＡ、高校生な
ど幅広く行っており、
また、議会フォーラム
も開催し、基調講演や
パネルディスカッショ
ン、グループディスカ
ッションを行うなど、
町民との対話に積極的
に取り組んでいる。
新ひだか町の議会報

17

「重点調査項目」に定めた課題検討のため、先
進的に実施されている他市町村の事例を調査す
る行政視察を行ったことから、委員会ごとに調
査報告 を し ま す 。

議会改革と議会運営
議会運営委員会

る。
議会基本条例の制定
や通年議会制度への移
行。議会モニター、議
会サポーター、議会改
革諮問会議の設置、全
員協議会、委員会を含
めた全会議のインター
ネット中継、配信、議
会報告会と町民との意

従来も議会改革の取り組みの参考にさせてい
ただいており、今後の活動にさらに活かすべく、
議会活性化の先進地である芽室町、栗山町議会
を視察 し た 。

タブレット導入で
議
  会ペーパーレス化
芽室町議会は、早大
マニフェスト研究所が
行った「議会改革度調
査ランキング」で２０
１８年度まで５年連続
で全国１位になってい

42

７月30
 ・31日
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を活用した宿泊施設へ
の活用、合宿するチー
ムに対する送迎、宿泊
先の手配等の受入体制
の充実、誘致のＰＲな
ど、ソフト面において
も、市をあげてきめ細
かな対応に取り組んで
おり、参考にすべきと
考える 。
ただ、合宿関係の事
業の収支の説明があま
りされていなく、経済
効果のデータが示され
なかったことについて
分析する必要がある。

集約化や生産性の高い 的に取り組む課題を明 たり町農林課、農協の
の設置、運行便数も一
土地利用型農業を中心 確にして、具体的な施 協力のもと、農地の確
日に８便～ 便、運賃
とした展開により農業 策を示している。
保や農業サポーターの
区分も多いなど、住民
産出額は増加傾向にあ
確保と農家の支援によ
にとって利便性の高い
る。農業の基本である
り農業イメージを確定、
幕別農業振興公社
公共交通であり、参考
「土づくり」や環境保
平成 年に新工場を建
にすべきである。
全の取り組みを推進し、 基幹産業である農業 設した。
畑作・野菜・牛乳・黒 が持続的で安定的な農
運営も安定しており、
毛和種繁殖経営のほか、 業基盤を構築するため 企業誘致的な農福連携
農業振興と子育て世代包括支援センター
肉用牛の肥育や海外の には、関係機関がそれ は参考とすべき課題で
希少豚飼育等が盛んで ぞれ行ってきた担い手 ある。
厚生経済常任委員会
ある。また、町営牧場 確保・育成事業や農地
を整備し機能強化を図 の流動化対策事業と情 千歳市子育て世代包括
現在の農業を取り巻く社会情勢の変化を鑑み、
り酪農経営の安定化を 報システム事業を一元
 支援センターの取組
幕別町の農業振興の取り組みのほか、福祉のま
促進している。幕別町 化し効率的に行うため、
ちを目指している芽室町と（株）九神ファーム
の経済社会を支える基 町と関係４農協が出資
千歳市では、平成
めむろとの連携により、農業と農作物の一次加
工で最低賃金以上を保障し就労継続支援Ａ型事 幹産業として、健全に して設立。公益財団法 年 月から「ちとせ版
人として運営し多様な ネウボラ」事業を開始
業所として知的障がい者を雇用し運営している 発展している。
農業を取り巻く環境 事業を推進している。 し、気軽な相談体制、
農福連携の先進的な取り組みを調査。
幕別町の農業経営上 切れ目のない個別支援、
また、子育て世代包括支援センターの法定化 は大きく変化し、担い
により、国は令和２年度までに設置を努力義務 手不足やＴＰＰ等の各 では、現在農地は不足 ネットワーク型の連絡
とし、その新制度を先取りした子育てのまちと 種経済連携協定の発効 しており、離農者が発 体制を構築していた。
して積極に取り組んでいる千歳市の実施状況を を受け、国際間での競 生しても遊休地になら
争力の向上が求められ ない、規模拡大のため
調査、視察した。
る昨今の現況に対応す の農家経営計画に必要
幕別町の農業振興と においても、全国 位、 べく計画の見直し策定 となり、速やかに取得
カ年計画 道内３位、十勝１位と をしている。基本方針 されている。
輝かしい成績を収めて は、①地域農業の持続
幕別町の農業は、農 おり、農業主産地とし 的な発展を目指して② 九神ファームめむろの
家戸数５２５戸、農業 ての地位を築き上げて 競争力のあるつよい農
農福連携

産出額約３００億円で、 いる。農家戸数は減少 業を目指して等の目標
市町村別順位平成 年 しているものの土地の を達成するため、重点
芽室町との連携にあ
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妊娠・子育て支援制度｢ネウボラ｣を学ぶ

予約デマンド型
交通の導入を
当別町の公共交通の
実態は、北海道医療大
学とスウェーデンハウ
スが独自に運行してい
たバスとの一元化によ
り、「当別町コミュニ
ティバス（当別ふれあ
いバス）」として町内
４路線の運行となって
いるが、市街地予約型
線のデマンド交通や市
外でのフリー乗車区間

15

25

10

28

27

10

導入の経緯を動画で学ぶ

10月16
 ・17日
29

この政策提言書は抜粋版となります。
完全版は町議会ホームページに掲載しておりますので、
左記ＱＲコードより、ご覧ください。

議会では、町の政策
課題の中から本年度の
交通弱者対策の推進
各常任委員会所管事務
調査項目を定め、課題
少子高齢化やＪＲ日
解決のため調査・検討 高線の運休により移動
を行い、町長に対し次 手段は限られているこ
の５点の政策を検討す とから、高齢者や児童
るよう提言した。
生徒などの交通弱者対
また、昨年度の提言 策を進められたい。
に対する施策の進捗状 ①交通事業者等と連携
況について確認した。
したデマンド型交通
の導入
②コミュニティバスの
スポーツ施設を
運行形態の検討と運
活用した合宿誘致
賃の有料化
交流人口の拡大や地 ③高齢化に対応した多
域経済の活性化のため、 様な交通手段の確保
既存スポーツ施設を活 ④バス等へのバイオデ
ィーゼル燃料等の活
用した合宿や各種スポ
用
ーツ大会の誘致を進め
⑤地域内公共交通の課
られたい。
題解決に向け、交通
①スポーツ交流受入環
事業者を含め早急に
境の構築
取り組むこと
②将来にわたって継続
した交流を定着させ
るための支援
農福連携の推進に
③スポーツ交流・合宿
よる産業振興と
を支援する企業、ボ
共生社会の実現
ランティアの育成
④スポーツ交流・合宿
農林水産業における
事業のホームページ 後継者不足、担い手不
での紹介
足への対応と障がい者

の一般就労に向けた取
り組みとして農福連携
を進められたい。
①農業の担い手不足対
策の早急な推進
②障がい者施設・障が
い者への技術指導の
人材育成と就労支援
③農林水産業への障が
い者、高齢者の参画
④障がい者の農業体験
の継続的実施
⑤農業を核とした産業
間連携による地域産
業の活性化

子育て包括支援
センターの設置

母子保健サービスと
子育て支援サービスの
一体的提供が可能とな
る「子育て世代包括支
援センター」が法定化
し、設置が努力義務化
された。設置に当たっ
ては、関係機関との連
携の下、各地域の特性
を活かした組織となる
よう創意工夫をされた
い。

提言４

政策提言

交通弱者対策など
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提言１

提言２

提言３

６次産業化の
取り組みの強化

農業所得の向上や雇
用の創出、地域ブラン
ド化等による地域活性
化のため、独自製品の
開発や販路拡大、地域
に密着した特産品づく
りを目指した６次産業
化を進められたい。
①新規就農対策、農福
連携、高齢者の取り
組み推進
②国の総合化事業認定
制度の周知
③既に６次産業化に取
り組んでいる事業者
等への総合的なサポ
ート体制の強化
④推奨品認定制度やド
リカム推進事業を活
用した関係機関・団
体との連携強化
⑤６次産業化推進のた
めの協議体の設置
⑥国際競争力を高める
ための農業・農村振
興計画の検証

提言５
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研修等各種議会活動
本会議や委 員 会 以 外 に お け る 議 会 の 活 動 に

10月９日～10日 総務文教常任委員会視察研修
10月16日～17日 厚生経済常任委員会視察研修
11月１､８､15､29日 全員協議会
12月10日～13日 第６回定例会
12月17日
日高中部広域連合議会定例会
日高中部衛生施設組合議会定例会
日高中部消防組合議会定例会

表紙は、公民館で開かれた親子向けの
催し、初の「キッズフェス」のステージ
イベントの一つ、「ファッションショ
ー」の様子。４歳から高校生までの９組
が出演し、自慢のポーズや衣装に大きな
拍手が送られました。また、お絵かきコ
ーナーなどもあり、楽しいひとときを過
ごしていました。
○企業会計決算審査特別委員会
９月13日､10月18日､21日､30日
○決算審査特別委員会
11月８日､13～15日､18日､19日､29日
○介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会
11月12日､29日､12月24日
○使用料審査特別委員会
12月11日､12日

ついて報告 し ま す 。

◎議会広報特別委員会
12月13日
25日
１月８日
14日

シャッターフォト

◎議会運営委員会
10月21日
11月６日
12月２日
６日
10日

内

容

２月13日㈭～町総合町民センター
２月14日㈮～ピュアプラザ
どちらも18時30分～20時00分
・議会活動報告
・意見交換会
テーマ：「介護サービス事業及び
病院事業の今後について」

◎厚生経済常任委員会
10月24日
11月12日
12月10日

日時・場所

◎総務文教常任委員会
11月11日
12月10日
24日

議会報告会開催！

議会のうごき
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12

建設協会
安全パトロー ル
月９日に新ひだか
建設協会による安全パ
トロールが行われ、厚
生経済常任委員会、町
建設課が参加した。
役場庁舎で出発式を
行った後、視察現場に
移動。浦和地区櫻川改
修工事現場、静内柏台
団地公営住宅建築工事
現場の安全パトロール
が実施された。
その後、総括及び意
見交換を行い、建設協
会から住宅リフォーム
支援補助金事業の復活
要望や建築技術者の不
足等、問題点の提言を
受けたほか、厚生経済
常任委員からも現状に
対する意見が出るな
ど、有意義な懇談もで
きた。
12

山を見る会
月 日に新ひだか
町林活議連で「山を見
る会」を開催した。福
嶋会長他 名の会員議
員が参加し、日高南部
森林管理署や町水産林
務課の協力のもと、町
有林や関連施設の現地
視察、枝打ち体験を次
のとお り 行 っ た 。
①町有林新冠町字泉地
区カラマツ人工林枝
打ち 体 験
②浦和地区ひだか南森
林組合バイオマス発
電用チップ第２生産
施設 の 視 察
③三石美河地区国有林
内バットの森の視察
10

༎ਬࢃܱ

▼今年も迎えた成人式。
未来を向いて輝く若者
たちですが、若者を苦
しめる社会現象の一つ
に同調圧力があります。
学校や職場のあらゆる
場面で、自分の意見を
出さず、他の意見・態
度に賛成することを暗
うち
黙の裡に迫られること
が多いのです。
▼さて、議会では各会
派・議員が自ら掲げた
公約実現のために活動
しています。首長に対
する立場、あるいは当
初予算や焦点となる議
案に対する態度は、会
派や議員ごとに当然異
なります。活発な議会
ほど一人一人の意見が
尊重され、「賛成」
「反対」で正面から対
峙して、質問や討論が
繰り広げられます。
今年も、若者たちに対
して、そんな胸の張れ
る議会をめざします。
 （文・谷 園子）
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